
3泊4日

※対象：幼児～小学生の親子参加 代金：￥30,000～¥37,000（大人￥20,000）

８泊９日

※対象：小５～中３ 代金：￥70,000

4泊5日

※新設のため詳細につきましてのパンフレットは
6月中旬以降の発表予定です

3泊4日

※対象：小１～小6（※中学生） 代金：￥35,000～￥43,000（中学生￥27,000）

主催：子どもキャンプ実行委員会
住所:埼玉県新座市野火止7-7-8 305 Tel:080-6534-3341(イトウ)

開催地：千年の森自然学校「森のくらしの郷」内

住所:長野県大町市平2115  Tel: 090-9660-2350（トモシゲ）

3泊4日 ※基本3泊4日(2泊可)

※対象：ファミリー（大人のみ可）代金：2泊3日大人￥22,000子供￥12,000
3泊目～大人￥7,000子供￥5,000の追加

4泊5日

※対象：小3～小6 代金：￥50,000(長野県開催)

4泊5日

※対象：小５～大人 代金：￥50,000



•ベースキャンプ地には、大型
ログハウスが３棟、小屋が２
棟あり、各プログラムの参加
者はここを拠点に炊事・軽作
業・宿泊します。

•「もりくら」には、電気・ガ
ス・水道が敷設されていない
ので、参加者はまず薪割り・
水汲み・火起こしをマスター
します。これらはライフライ
ンを守る大切な仕事なので力
を合わせて作業します。

• 「千年の森自然学校」は黒部ダムへの玄関口である長野県
大町市の「森のくらしの郷（もりくら）」というフィールド
の中にあります。

• この森の持ち主、武蔵林業者の市川さんは言いました。
「そのことがこどもの目を拓くことに繋がるなら、山一番の
大樹を切り倒せばいい。」それが私とこの森との出会いでし
た。私は「この手付かずの自然と向き合いながら森と人・人
と人の関係を体で学べる学校を作りたい」という思いを抱き、
1999年にこの地に学校を設立いたしました。

• 自然のリズムの中でシンプルに暮らし、「◯◯をしてはダ
メ」というような“制約のない遊び”を体験することで、こども
達は本来持っている「生きる力」を取り戻していきます。そ
の様子は、何度、目のあたりにしても胸を打たれます。

私達のスタッフ・安全に関する考え方

• 各キャンプとも、自然知識、野外活動における安全管理はもちろん、
こどもの心理や生活にも知見を持つスタッフを採用しています。ボ
ランティアとして参加している学生スタッフは野外活動のプロを目
指している若者ですが、7日間以上の座学と実技の厳しい訓練を受け、
高い志を持った学生だけスタッフとし門戸を開いています。

• 医療施設との連携などには万全を期していますが、自然という存在
を相手に活動をする以上、100％無害で安全安心とはならない活動
であることをご理解ください。擦り傷切り傷など小さなケガを経験
したこどもは「危険とはなにか」を学ぶため、大きなケガをしにく
くなります。

• 手付かずの自然が国内でも屈指の自由度の高い自然体験の提供を可
能にしていますが、豊かな自然は同時にマムシやツキノワグマ・ス
ズメバチなどの危険種も生息しています。開校式では必ず危険回避
法、万一の場合の対処法などについて学ぶ講座を実施しています。

もりくらで出会える動物達
【哺乳類】
ニホンカモシカ、ニホンザル、ニホンリスなど
【鳥類】
タカ類、キツツキ類、ヒタキ類など
【両生・爬虫類】
ヤマアカガエル、アオダイショウなど

• 新潟県との県境にほど近い長野県北部の大町市にある「森のくらしの郷（もりくら）」は、約30棟のツリ
ーハウスと約300ヘクタール（東京ドーム約60個分）の山々を有するフィールドです。

• もりくらには電気・ガス・水道がありません。薪を作り、水を汲み、日の出とともに起床する生活を通じ、
「生きるために本当に必要なこととはなんだろう？」ということについて考えます。

• 敷地内には槍ヶ岳を水源とする高瀬川が流れ、特別天然記念物のニホンカモシカをはじめ、多様な野生生
物が豊富に生息・生育しているため、毎日の活動を通じて様々な季節の移ろいや同じ森に生きる野生動物
たちの気配を感じることができます。

千年の森自然学校 こども自然憲章

1. こども達は自然の中で自由に遊ぶ権利を
持っている。

1. こども達は自らの「遊び」に自らの責任
で立ち向かうチャンスを与えられなけれ
ばならない。

1. その「遊び」とはモノを作り、命を知り、
あらゆる出来事に全力で立ち向かってい
くことである。

1. 全てのスタッフはそういったこども達の
体験を深めるためにのみ存在する。

ジョウビタキ ニホンリス

ニホンカモシカ アズマヒキガエル

代表 朝重 孝治

1961年滋賀県生まれ。

海外の秘境・登山旅行のツアーガイ
ドを経て「森のくらしの郷」と出会
い1999年に長野県大町市に移住。

2001年「千年の森自然学校」を設
立し主宰としてこどもキャンプを長
年企画運営。

専門学校や大学での実習生を受け入
れ、後進の育成にも力を注いでいる。

「森のくらしの郷（もりくら）」とは

「千年の森自然学校」とは



担当者 三上 有希
＜メール＞youji1000camp@ki2.support

＜電話＞090-6109－0191 

日付 時間 プログラム

１日目 13:00

PM

現地集合 お昼は食べてきてね。
・開校式～森の冒険生活にチャレンジスタート！
１ 森の達人登場！「冒険の始まり！」
２ 森の生活紙芝居！

生活の仕方・虫や動物がいたらこうすればいい
３ 森くらしに挑戦！（水をくんで、マキをひろい、火を起こす！）

マシュマロやけるかなあ！
・キャンプ作戦会議（どんな事して遊ぼうか？！）

２日目 終日 ・森の朝のはじまりは、水汲み、たきぎひろい、たきび、
ごはんづくり、おもいおもいの朝。

・森への冒険へ出発！！
さあ、いよいよ森へ！好きなもの、おもしろいものさがしだ！
はっぱ、むし、カエル・・・なんでもさがしてみよう！
ひょっとしたらカモシカさんにあえるかも・・・でもおどろかさないで・・・・

・水遊び（天候により）
・夜は星空を見に夜の探検にも出かけよう！

3日目 終日 ・2回目の森の朝。さぁて今日はなにをしようかな？？
もっともっと森の奥まで歩きに行くぞ！森の探検隊になってきた！

・最後の挑戦をしてみよう！！大きな岩や川を制覇するぞ！
・おやつ（水分補給）が終わったらパーティーのために火を
起こしてみんなでごはんづくり！ラストナイトパーティ！
大きな火を焚こう。そして焚火を囲んで食べよう、語ろう！

まだおきてられたら、ちょこっと 花火、歌、踊りもいいよね～。

4日目 AM ・思い出すごいネ！振り返り。
みんなで森ですごした思い出を振り返ろう！

・閉会式
みんな森と友達になれたかな？
宝物発表！想い出を分かち合おう！みんなの作った作品や想いでを話そう！
スタッフからみんなががんばったこと、いろいろ話してもらえるよー！

・解散（11：３0）
※天候等の条件によりプログラムの大幅な変更を行う場合があります。

幼児（４才～）小学生の子どもを
もつ親子の為のキャンプ

赤ちゃんから少年になる間の幼児期、
児童期は限られた特別な時間です。
ココロと感覚がオープンだからこそ大人
は子どもの背中を追いかけて、子供は
大人の背中を追いかける。全員で本気に
なって作るファミリーキャンプ！
初めてもリピーターも大歓迎！！

◼ 対 象 親子参加
（4才～小学生お子さんのいる

ご家族＆ご兄妹）
■定員数 15名～30名（6～15家族程度）

■参加費 幼児￥37,000円※3歳以下無料
小1・2年生￥35,000円
小3年生以上¥30,000円
保護者¥20,000円

（別途：寝袋レンタルなど有）
※お風呂は“大町温泉郷”などをご案内しております。

（参加費には含まれておりません。）

◼ 集合解散：現地集合解散/信濃大町駅送迎可

集合：13：00 解散；11：30

■持ち物：それぞれ、心にある「ゆうき」
詳細は別途ご案内します。

★全てのプログラムは幼児から参加できるものになります。
小学生でもキャンプ初めて、スタートは親子で！という方歓迎♬
もちろん2回目以降でも新しい挑戦や仕事がたくさんあるよ♪

わぁぁって思い、怖いという感覚、やってみたいと思う瞬間・・・そんな一つ一つの瞬間と
出会いが折り重なって豊かな心と経験を形作っていきます。1秒1秒を大切にしながらの4日間。
今子どもたちは冒険の入口に立っている！！親子一緒に私達とスタートしよう！

（By ゆうき）

お問合せ・お申込みは…子どもキャンプ実行委員会
開催地…千年の森学校 398-0001長野県大町市平2115-2

＜ホームページ＞ http://morikura.com



■日程：8月3日(水)～11日(木)（８泊９日）
※全泊テント泊、期間中1泊は新潟県糸魚川市キャンプ泊予定

後続のプログラムに連続参加可能

■対象：小学５年～中学3年

■定員数：7名～15名
■参加費：￥70,000円

※交通費別途かかります。

■集合・解散：現地/信濃大町駅/新宿駅

新 宿 発 08：00（片道8,000円）
信濃大町駅着 11：15 /現地 12：00

信濃大町駅発 15：43（片道8,000円）
新 宿 着 19：06 /現地 11：00
※最終日の現地お迎えの方は閉校式をご覧頂き

たいので10：00頃現着をお勧めします。

参加者であるこどもたちが「自らの行動をデザインして

いく」高学年限定の名物キャンプです。

こどもたちだけで課題を発見し、話し合いを通じて自己

決定していくプロセスを尊重するため、

スタッフはサポートに徹します。自分たちで決めたこと

を協力しながら自らの手で実現していくことを通じて

「発言や行動に対する責任」「チームビルディング」を

学びます。このキャンプを乗り越え「サバイバー」の称

号を獲得したとき、キミは「今まで知らなかった自分」

と出会っているでしょう。

ぼくらの最高峰プログラム！！

【B】森の秘密基地サバイバー
8/3(水)～11(木) 8泊9日

サバイバーの醍醐味は、食事計画や保存食になる食料
調達から一日一日のスケジュールまで、自分たちの生
活をプロデュースし実行するところにある。
まずは環境変化に適応し、人間力を磨くことから始め
よう。
キャンプの序盤では森で生きるための基本技術のレク
チャーを受け、野外活動における基本的な動作や知識
を習得しよう。
そして、キャンプの後半には最大のミッションが待ち
受ける、、、

木崎湖横断をやりとげろ！
ぼくらの森の木を伐採・運搬して材料に使い、イカダ
作りを開始！デザインは？浮力や重さ、水の抵抗は？

想像×創造＝願う未来
まずは、想い描くことから。
それぞれの知恵・知識・スキルを結晶化させ自分たち
で考えたイカダが完成したら、いざ木崎湖へ。
挑戦が始まる！
個を高め個を生かし、「最高のチーム」を作り上げる
ことにも挑んでほしい。
五感をフルに使い、過ごす刺激的な時間がみんなの力
になると信じている。

このキャンプへの参加資格は以下の４つ。

1. 仲間のために力を尽くす

2. 自分の意見をハッキリ言う

3. 自らの生活を自己管理する

4. 50m泳ぎきることができる
※泳げないが参加希望という方は一度ご相談ください。

難易度：★★★
新宿駅からの
添乗プランあり

行き

帰り

担当者 伊藤 宏幸
＜メール＞survivor1000camp@ki2.support

＜電話＞080-6534－3341 

日 時
間

プログラム

１
日
目

1
3
:
0
0

集合(昼食後)
・開校式～森の生活について学ぼう～
①森について知ろう
（自己紹介・森に住む動物・危険回避法）
②生活講座（水汲み、薪割り、ランタン）※全日程テント泊

2

日
目
～

※うち1，2泊糸魚川方面キャンプ泊予定
※森から約9キロ、仁科三湖の中で一番南に位置する
「木崎湖」での日帰り活動を2日間実施いたします。

（天候等により日程変更あり）

最
終
日

身の回りの整理整頓・掃除・片付け

閉校式～キャンプのふりかえり～

解散

お問合せ・お申込みは…子どもキャンプ実行委員会
開催地…千年の森学校 398-0001長野県大町市平2115-2

＜ホームページ＞ http://morikura.com



日 時間 プログラム

１
日
目

13:00 集合(昼食後)
・開校式～森の生活について学ぼう～
①森について知ろう
（自己紹介・森に住む動物・危険回避法）
②生活講座
（水汲み、薪割り、ランタンつけ）

・森の達人と一緒に森歩き

２
・
３
・
４
日
目

6:00

10:30

15:00

18:00

21:00

• 朝の作業（水汲み・火起こし）～朝食

• 日中は、たっぷり野外活動だ。
水辺や森に魚や虫など生き物を求めて遊び
に出ます。食ったり飼ったりもするぞー！

• キャンプ地へ帰投
捕獲した獲物は先生から名前や生態など
教わり、飼ったり美味しく食べたりする
方法も考えるので、自由研究などの題材探
しにもぴったりです。

• 夕食・風呂・着替えなど
最後の夜はパーティと花火を楽しもう

• 就寝

４
日
目

6:00

11:00

• 朝の作業（水汲み・火起こし）～朝食

• 身の回りの整理整頓・掃除・片付け

• 閉校式～キャンプのふりかえり～

• 解散

■日程：8月8日(月)～12日(金)（4泊5日）

後続のプログラムに連続参加もOK

■対象：小学3年～6年
■定員数：10名 ※定員により募集を締め切らせて

いただく場合がございます。

■参加費：￥50,000円
※交通費別途かかります。

■集合：現地/信濃大町駅/新宿駅

新 宿 発 08：00（片道8,000円）
信濃大町駅着 11：15 /現地 12：00

信濃大町駅発 15：43（片道8,000円）
新 宿 着 19：06 /現地 11：00

※最終日の現地お迎えの方は閉校式をご覧頂き
たいので10：00頃現着をお勧めします。

魚に昆虫に秘密基地！？

みんなは水の中の世界がどんな風になっているか
不思議に思った事はない？

自分は「この魚はどんな生活をしているかな」と
か「この川の水はどこに行くのかな」なんて、
そんなことを考えながら大人になったよ。

今年のガサガサキャンプは、もちろん魚を獲って
食べるけどみんなにはもっといろんな自然を知っ
てほしいと思ってる。昆虫採集に秘密基地、
天体観測なんかもいいね。
このキャンプではみんなの想像力と考える力が大
切になってくる。
みんなが体験したことをしっかり考え想像してく
れたらキャンプが終わる頃には、キラキラ輝く思
い出でがスケッチブックいっぱいになっているは
ず！！ ガサガサ隊 隊長だいちゃんより

難易度：★★
新宿駅からの
送迎プランあり

※当日の天候状況などにより、危険回避のためプログラム変更を
余儀なくされるケースも有ります。活動地は千年の森自然学校、

大町市内、白馬、糸魚川方面での可能性があります。

お問合せ・お申込みは・・・子どもキャンプ実行委員会
開催地・・・千年の森自然学校
398-0001長野県大町市平2115-2

＜ホームページ＞ http://morikura.com

担当者 鈴木 大樹
＜メール＞gasagasa1000camp@ki2.support

＜番号＞080-5576－2496

行
き

帰
り



日 時間 プログラム

１
日
目

13:00

18:00

集合(昼食後)
・開校式～森の生活について学ぼう～
①森について知ろう（自己紹介・森に住む動物・危険回避法）
②生活講座（水汲み、薪割り、ランタンつけ）

・森の達人と一緒に森歩き

・夕食・明日の探検のための作戦会議

２
日
目

6:00
AM

PM

• 朝の作業（水汲み・火起こし）～朝食

• 森の達人から渡される秘密地図とミッションカードの使い
方を学ぼう。ミッションのクリアの仕方をみんなで考えて。

• 班ごとに森を探険し、宿泊するワンナイトハイクの準備
①テントの張り方をマスターする
②自分たちで必要な道具を集める
③地図を見ながら作戦を立て、予定を達人に報告する

• ルールはシンプル。誰も見捨てない。５時にはテントを張
り暗くなる前に食事を終える。朝は明るくなったら行動開
始し、翌朝11時までには「大岩」に集合する。
達人からのミッションは動物発見！昆虫採取！各ポイント
にたどり着け！

• 班ごとに夕食・森の中に張ったテントで就寝

３
日
目

11:00

PM

18:00

• 各キャンプ地で朝食をとり、約束の大岩に集合。

• ここで最後の試練が始まる。
①10メートルの大岩に仲間とクライミング！
②三段の滝をシャワークライミング！
ランチは川でダイナミックな流しそうめん！

• ベースキャンプに戻り、達人に探検の報告をしよう。

• 入浴、最終夜は野趣料理と楽しい花火パーティー！

４
日
目

6:00

11:00

• 朝の作業（水汲み・火起こし）～朝食

• 身の回りの整理整頓・掃除・片付け

• 閉校式～キャンプのふりかえり～静かな振り返りの時間。
自分が思ったこと、感じたことを手紙にし、森に贈ろう。

• キャンプリーダーからの一言：厳しい試練を乗り越え、立
派な森の民になれたかな？

• 解散（昼食は付きませんのでご自身でご用意ください）

■日程：8月3日（水）～8月6日（土）
■対象：小学1年生～6年生
※中学生以上はエンジョイスタッフコースあり！

プログラムに参加しながら
キャンプスタッフの仕事を覗いてみよう！

■定員数：25名～35名(※各日程とも)
■参加費：小1.2年生¥43,000円

小3~6年生¥35,000円
中学生以上¥27,000円
※交通費別途かかります。

■集合・解散：現地/信濃大町駅/新宿駅

新 宿 発 08：00（片道8,000円）
信濃大町駅着 11：15 /現地 12：00

信濃大町駅発 15：43（片道8,000円）
新 宿 着 19：06 /現地 11：00

※最終日の現地お迎えの方は閉校式をご覧頂き
たいので10：00頃現着をお勧めします。

※当日の天候状況などにより、危険回避のためプログラム変更を余儀なく
されるケースも有ります

行き

帰り

「いきもの達がたくさん暮らす森の中を、
ミッションをクリアーしながら【探検】するよ！
沢を登ったり、動物を見つけたり、テントに泊っ
たり···。もちろん生活に必要な水汲み、薪割り、
火おこしだって君たちの役目。

全力でこのミッションにチャレンジしたとき、
かけがえのないキラキラした思い出を手に入れる
はず。

君がやりたいことを考えて森へ来てね。うずうず
しながら待ってるよ🎵」 担当者 まなみ

お問合せ・お申込みは…子どもキャンプ実行委員会
開催地…千年の森学校 398-0001長野県大町市平2115-2

＜ホームページ＞ http://morikura.com

担当者 中村 まなみ
＜メール＞tanken1000camp@ki2.support

＜電話＞090-6060-143



日 時間 プログラム

１
日
目

13:00

18:00

集合(昼食後)
・開校式～森の生活について学ぼう～
①森について知ろう（自己紹介・森に住む動物・危険回避法）
②生活講座（水汲み、薪割り、ランタンつけ）

・森の達人と一緒に森歩き

・夕食・明日の探検のための作戦会議

２
日
目

6:00
AM

PM

• 朝の作業（水汲み・火起こし）～朝食

• 森の達人から渡される秘密地図とミッションカードの使い
方を学ぼう。ミッションのクリアの仕方をみんなで考えて。

• 班ごとに森を探険し、宿泊するワンナイトハイクの準備
①テントの張り方をマスターする
②自分たちで必要な道具を集める
③地図を見ながら作戦を立て、予定を達人に報告する

• ルールはシンプル。誰も見捨てない。５時にはテントを張
り暗くなる前に食事を終える。朝は明るくなったら行動開
始し、翌朝11時までには「大岩」に集合する。
達人からのミッションは動物発見！昆虫採取！各ポイント
にたどり着け！

• 班ごとに夕食・森の中に張ったテントで就寝

３
日
目

11:00

PM

18:00

• 各キャンプ地で朝食をとり、約束の大岩に集合。

• ここで最後の試練が始まる。
①10メートルの大岩に仲間とクライミング！
②三段の滝をシャワークライミング！
ランチは川でダイナミックな流しそうめん！

• ベースキャンプに戻り、達人に探検の報告をしよう。

• 入浴、最終夜は野趣料理と楽しい花火パーティー！

４
日
目

6:00

11:00

• 朝の作業（水汲み・火起こし）～朝食

• 身の回りの整理整頓・掃除・片付け

• 閉校式～キャンプのふりかえり～静かな振り返りの時間。
自分が思ったこと、感じたことを手紙にし、森に贈ろう。

• キャンプリーダーからの一言：厳しい試練を乗り越え、立
派な森の民になれたかな？

• 解散（昼食は付きませんのでご自身でご用意ください）

■日程：8月8日（月）～8月11日（木祝）
■対象：小学1年生～6年生
※中学生以上はエンジョイスタッフコースあり！

プログラムに参加しながら
キャンプスタッフの仕事を覗いてみよう！

■定員数：25名～35名(※各日程とも)
■参加費：小1.2年生¥43,000円

小3~6年生¥35,000円
中学生以上¥27,000円
※交通費別途かかります。

■集合・解散：現地/信濃大町駅/新宿駅

新 宿 発 08：00（片道8,000円）
信濃大町駅着 11：15 /現地 12：00

信濃大町駅発 15：43（片道8,000円）
新 宿 着 19：06 /現地 11：00

※最終日の現地お迎えの方は閉校式をご覧頂き
たいので10：00頃現着をお勧めします。

※当日の天候状況などにより、危険回避のためプログラム変更を余儀なく
されるケースも有ります

行き

帰り

斜面をよじ登り、川を探検し、森を走り回る
3泊4日！全身全心を使って自然の楽しさ、怖さ、
素晴らしさを感じよう。
メインプログラムの「ワンナイト」では動物達の
住む森の中でテント泊をします。班の仲間達と
手をとり合い山を歩き、焚火を囲み談話し
ながら見る星空…そんな１つ１つが忘れられ
ない最高の思い出となるでしょう。
森の生活に欠かせない焚火、薪割り、水汲みも
君たちの大事な役目！あたりまえのモノがあたり
まえにない中で、生き抜くための知恵と技術を
身に着けよう！
学年別の班編成なので、学年ごとに内容が進化す
るので、前に参加した子も楽しみにしていてね。

お問合せ・お申込みは…子どもキャンプ実行委員会
開催地…千年の森学校 398-0001長野県大町市平2115-2

＜ホームページ＞ http://morikura.com

担当者 江藤 恵実
＜メール＞doubutsu1000camp@ki2.support

＜電話＞090-3878－4627



■日程：8月12日(金)～15日(月)
（基本3泊4日ですが、2泊からの参加が可能です）

■対象：ファミリー・大人だけの参加も可能

■定員数：8～12家族
■基本料金：2泊3日大人¥22,000子供¥12,000

3泊目から大人¥7,000子供¥5,000の追加
※子供同額、3才以下無料

※宿泊は、男女別相部屋か家族でテント泊を選べます。

テントに関してはこちらで用意するかご自分で持参

いただいてもご利用いただきます。

（※キャンプ道具持参割引あり）

■集合・解散：現地/信濃大町駅※送迎あり

• シュラフなど、キャンプ道具一式ご持参の場合は
10,000円引き。（2泊でも3泊でも！）
参加費に含まれるもの：食費・宿泊費・指導費・ツリ
ーハウス資材費・道具使用費・保険料・（風呂代・
酒代・最終日の昼食は含まれておりません。）

• お風呂は大町温泉郷をご案内します。乗り合いにご協
力ください。

日 時間 プログラム

１
日
目

13:00

18:00

集合(昼食後)
・開校式～森の生活について学ぼう～
①森について知ろう
（自己紹介・森に住む動物・危険回避法）

②生活講座
（水汲み、薪割り、ランタンつけ）

③工具の使い方講座

④ツリーハウス作り作戦会議

・大家族のようにわいわい夕食

２
～
3
日
目

AM

15:00

夜

• いよいよ着工！
材木を切ったり寸法を測ったり。
大人もこどもも自分の出来ることを探しながら作業
しよう。（釣りや刃物講座も開催予定！）

• ツリーハウス・サウナ小屋もつくります。車や人力
で移動ができる小屋。小さい子達は、作業に飽きた
らスタッフと山を探検したり川遊びしたり…

• フリータイム
のんびり川や山を散策したり、温泉へ行ったり、涼
しい森を満喫しよう！

• 最終日は完成披露パーティ！こども達には肝試しや
花火で楽しもう！

最
終
日

AM

12:00

• ツリーハウスを作った証である「ネームプレート」
を打ち付けて完成！プレートはツリーハウスと共に
いつまでも残り続けます。

• 閉校式
力を合わせて頑張ったメンバーをたたえ合おう！

難易度：★★
信濃大町駅または
現地集合・解散のみ

8/ 12(金)～15(月) 3泊4日２泊からの参加可！

【G】大人もこどもも
みんなでツリーハウスづくり！

このキャンプもいつの間にか10年以上も
続き、私たちの森のかけがえのないイベ
ントとなりました。最近では、三棟エリ
アに戻り新たなツリーハウスや吊るハウ
スが加わりました。まさに電気もガスも
水道もない環境・状況の中、新しいもの
づくりを完成させたいと思います。

今年は、大雪での倒壊などの修復や小屋
作り、車や人力で移動ができる小屋づく
りなど想像力次第で可能性は無限大で
す！！

※当日の天候状況などにより、危険回避のためプログラム変更を余儀なく
されるケースも有ります

受付担当者 三上 有希
＜メール＞family1000camp@ki2.support

＜電話＞090-6109－0191 

お問合せ・お申込みは…子どもキャンプ実行委員会
開催地…千年の森学校 398-0001長野県大町市平2115-2

＜ホームページ＞ http://morikura.com



～特別天然記念物ニホンカモシカを調査をしてくれる精鋭を募集する～

■日程：8月8日(月)～12日(金)（4泊5日）

後続のプログラムに連続参加もOK

■対象：小学５年～中高大・大人まで
※小学生は過去７日間以上この森に

滞在したことがあること。
■定員はないけど最少催行人員：４名
■参加費：￥50,000円

※交通費別途かかります。

■集合：現地/信濃大町駅/新宿駅

新 宿 発 08：00（片道8,000円）
信濃大町駅着 11：15 /現地 12：00

信濃大町駅発 15：43（片道8,000円）
新 宿 着 19：06 /現地 11：00

※最終日の現地お迎えの方は閉校式をご覧頂き
たいので10：00頃現着をお勧めします。

地道な巡回の繰り返しから・・・

【H】行け！カモシカ調査隊！

あのカモシカの死から10年、復活なるか？
無限の挑戦！

8/8(月)～12(金) 4泊5日

お問合せ・お申込みは 子どもキャンプ実行委員会
開催地：千年の森自然学校

398-0001長野県大町市平2115-2
＜ホームページ＞ http://morikura.com

担当者 ともさん
＜メール＞kamoshika1000camp@ki2.support

＜番号＞090-9660-2350

行
き

帰
り

かつてこの森には、子供達によるカモシカ調査隊
が活躍していた。地道に足で情報を集め、個体を
特定し、彼らの家族構成や社会構造、生息密度、
繁殖の状況などに迫る大人顔負けの調査が
行われていた。たった数日ではそこまでは行かな
いが、まずは、カモシカを知り、サルやイノシシ、
シカなども知ろう。餌となる植物も知ろう！
ひたすら歩き、フンなどの情報を集め、記録し、
だんだん作戦を絞り込んでいくー彼らの気持ちを
くめるやさしくて強い探偵を募集する。大人でも
マジになれるので中学生から大学生、社会人も歓
迎です。
地図が読めて、危険な場所での対応が出来る人

から少人数での山の巡回を予定しています。
食事準備など生活面はすべて自活とします。

カモシカ隊隊長 ともさんより

日程
１日目 13：00集合：大町市立山岳博物館にて北アルプス
山麓の自然環境とカモシカの生態ガイダンス。

15：00千年の森自然学校に戻り開講式、
森の生活講座、安全講習。
16：00 ともさんと森を感じる散歩。
17：00 フリー・食事・明日からの計画作成。

(テント泊：小屋の空きがあれば小屋）
２日目~４日目

早朝巡回。午前は調査の為の地図、GPSなどの
技術講習。午後の巡回。データ整理。

３日目 終日：巡回・記録整理・作戦練り直し
４日目 前日に加えて打ち上げパーティー

報告書作り。
５日目 整理、振り返りと報告書まとめ。

11：00現地解散

持ち物（このキャンプのみみなさんの準備が大変なので
あえてここに載せておきます。）

ナイフ（小）、ノコギリ、ファーストエイドキット、ヘッド
ランプ、予備のライト、マイ箸、スプーン、食器、着替え、
寝袋、タオル、ロールペーパー、ビニール袋（大小取り交ぜ
て）、虫よけ、帽子、雨具（上下）折り畳み傘、長靴、
ザック、筆記用具（野帳やスケッチブックを推奨）
双眼鏡やセンサーカメラ、コンパス、地図などの調査機材は

こちらで揃えますが、使わなくなったスマホなどがあればお持
ちください。
※携帯やカメラ、遊び道具などなど自己責任で持参OK（非常
食、おやつはこちらで準備します。

難易度：★★★★
信濃大町駅または
現地集合・解散のみ



夏季キャンプでは高い経験を持ち訓練を積んだスタッフを配置し、大きなケガや重篤な事故がないように最善をつくしており
ますが、野外を舞台として刃物・火気を使って生活をする以上、多少の切り傷・火傷・虫刺されなどを100％防ぐことはでき
ません。また当施設に医療資格を持つスタッフはおりませんので、大町総合病院など24時間救急外来のある外部医療施設との
連携体制をとっております。
• 皮膚の弱い方：暑さ対策として川などでの水浴びは適宜行いますが、天候などによって入浴は３日に１回になることもあり

ます。また虫除け剤・虫刺され薬の用意はありますが、ヤブ蚊・ブヨなどによる虫刺されも多くみられます。
• 喘息・アレルギー疾患をお持ちの方：焚き火の煙や小屋内のホコリ、急激な気温の低下、環境変化による心理的ストレスな

ど普段の生活より発作は出やすい傾向になります。医療スタッフは配置していないため、発作が出た際にご自身で吸入器や
エピペンを使うなどの自己対応ができる方以外はお断りしております。また、アレルゲン除去食には対応しておりません。

• ADHD・発達障害などをお持ちの方：大きな環境変化を伴うため、お勧めしておりません。
※いずれも程度によります。特別な対応が必要な場合はお申し込みの前に直接お電話にてご相談ください。事前にご相談がな
かった場合の特別対応はいたしかねます

①兄妹割引
夏のキャンプ期間中で兄妹参加の場合は２人目か
ら１０％引きいたします。キャンプが異なっても

適用可。※家族キャンプは含まない。

②リピーター割引
当会の夏季キャンプに、過去ご参加いただいたことがあ

る方は10％引き

③会員割引

もりくら会員の方は10％引きです。

※上記の割引はすべて重複して割引します。その
他上記とは別に所得割引もございますのでご相談
ください。申込書にご記入がない場合には適用さ
れませんのでご注意ください。

主催：子どもキャンプ実行委員会
住所:埼玉県新座市野火止7-7-8 305 Tel:080-6534-3341(イトウ)

開催地：千年の森自然学校「森のくらしの郷」内

住所:長野県大町市平2115  Tel: 090-9660-2350（トモシゲ）

開催日より20日前まで 参加費の20％

開催日より7日前まで 参加費の30％

開催日の前日 参加費の40％

開催日当日 参加費の50％

開催後のキャンセル
または無連絡不参加

参加費の100％

■お申込み方法：
• 希望キャンプの担当者に「参加者氏名・保護者氏名・学年・住所・連絡

先」を記入のうえ各キャンプのメールアドレスにメール下さい。
• 申込受領後、折り返し連絡の上、申込書のご記入や持ち物・集合解散につ

いての詳細スケジュール・参加費のお支払い方法を連絡致します。

■参加費に含まれるもの
食材費、宿泊費、入浴料、指導料、保険料、活動上の必要ツール
にかかる費用。(往復の交通費・最終日の昼食は含まれておりません）

■キャンプの連続参加・前後泊
２つ以上のキャンプに連続参加が可能です。中日の１泊２日は食
費・宿泊費を含む滞在費5,000円となります。スタッフと一緒に
過ごしますが、原則として常時主催者の管理下にはないことをご
了承ください。2年生以下のお子さんは保護者の同伴が必須です。

■加入保険：イベント保険（傷害保険・死亡保険、賠償責任保険）
■その他情報：

申込書・持ち物一覧・もりくらへの地図は公式ホームページに掲
載しています。現地の最新情報・キャンプ中のこども達の様子は
Facebookページ「森のくらしの郷」にて随時ご紹介しています。

■キャンセル料

申込期限：６月３０日必着 募集多数により締め切らせて
いただく場合がございます。

中央道

特急スーパーあずさ
約４時間

高速バス 新宿～白馬線
約４時間

長野道

道路事情にもよるが約４～５時間

安曇野IC

＊電車・高速バスをご利用の方は、JR信濃大町駅より現地まで送迎あり

新
宿

岡谷JCT

長
野

Ｊ
Ｒ
信
濃
大
町
駅

森
の
く
ら
し
の
郷

特急バス 長野大町線
約１時間

送迎

【重要】安全対策・特別な対応が必要なお子さんについて

各種割引について

■持ち物など：
• 上下セパレートのレインウェア・ヘッドライトは必ずご準備ください。
• 小学校２年生以上の参加者には、身の回り品も自己管理させますので、荷物の出し入れが容易で、自分で

背負って両手が空いた状態で移動ができるザックなどがあると便利です。
• 日々の野外活動で穴が開いたり泥だらけになるため「捨てても惜しくない衣服」でご参加ください。

■お車でのアクセス
カーナビを設定する場合「Googleマップ（大町市平
2112−38）」を目印にお越しください。（無舗装道への
入口に木製看板あり）

■公共交通機関でのアクセス
• 最寄駅：ＪＲ大糸線信濃大町駅（駅から送迎あり）

＜電車＞新宿駅～信濃大町駅
＜高速バス＞新宿～信濃大町駅

■集合解散時間
• 現地集合解散の場合（時間に間に合うよう送迎ください）

初日…12:30現地集合 最終日…11:00現地解散
• JR信濃大町駅集合の場合：12:00～12：15改札前集合

申し込みの前に必ずお読みください


